
小野薬品のマテリアリティ
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当社が優先的に取り組むべきCSR活動テーマを明確にするため、

2018年度にマテリアリティ（CSR重要課題）を再特定し、

それをもとにCSRの実践に取り組んでいます。 

主要なリスクと対応策 

2020年度に当社が有価証券報告書に記載した主要なリスクは、18項目となります。

その中でも、以下の6項目は特にインパクトが大きなリスクと判断しています。

これら以外にも当社特有のリスクや新興リスクも特定しています。

マテリアリティの特定プロセス

課題の把握
ST E P. 1

マテリアリティ分析
ST E P. 2

妥当性確認
ST E P. 3

レビュー
ST E P. 4

2021年度は、ステークホルダーとの対話などから得られた外部情報と、当社を取り巻く事業環境の変化を踏まえ、それぞれの
重要度を見直した結果、マテリアリティマップについて以下の見直しを行いました。

■社会コストへの対応
■労働安全衛生の徹底
■水使用量の削減
■廃棄物・排水の適正管理
■化学物質管理の徹底

■原材料、包装資材における
　環境への配慮
■動物福祉・生命倫理への配慮

■責任あるマーケティング・プロモーション活動
■製品の安定供給
■気候変動への対応
■コーポレート・ガバナンスの向上

■革新的な医薬品の創製
■製品の信頼性と安全性の確保
■知的財産戦略
■人財育成の推進
■法令遵守とコンプライアンスの徹底

■CSR調達推進によるサプライチェーン管理
■雇用の確保・維持、働きがいのある
　職場環境作り

■ダイバーシティ・インクルージョンの推進
■プロセスイノベーション
■医薬品の提供にとどまらない価値の提供
■地域社会への貢献
■医療アクセスの改善
■人権の尊重

■患者さん向け情報発信の充実
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当社が考える重要度

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/100#898マテリアリティ特定プロセスの詳細は、当社のサステナビリティサイトで紹介しています。　https://www.ono.co.jp/sites/default/files/ja/ir/library/securities_report/ns_ver4_210618.pdf

上記の表には、有価証券報告書に記載した主要なリスクの一部を記載しています。詳細については、以下の「有価証券報告書」や
当社のサステナビリティサイトをご参照ください。

●変更内容：縦軸「ステークホルダーから期待される重要
　度」を一段階上げました。

●理由：当社社員が贈賄で有罪判決を受けた事案を踏まえ、
　最重要課題として法令遵守とコンプライアンスの徹底に
　取り組むため。

「法令遵守とコンプライアンスの徹底」
●変更内容：横軸「当社が考える重要度」を一段階上げました。

●理由：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によって
　社会課題としてより強く認識されるようになり、グローバ
　ル企業をめざす当社にとってさらに重要度が高まってくる
　と考えられるため。

「医療アクセスの改善」

●変更内容：縦軸「ステークホルダーから期待される重要
　度」を一段階上げました。また、名称を「グローバル化に向
　けたガバナンスの強化」から「コーポレート・ガバナンスの
　向上」へと変更しました。

●理由：企業のガバナンス強化への要請は高まっており、当
　社に対する期待もグローバル事業展開を見据えてさらに
　高まると考えられるため。

「コーポレート・ガバナンスの向上」
●変更内容：縦軸「ステークホルダーから期待される重要度」
　および横軸「当社が考える重要度」を一段階上げました。

●理由：社会課題の一つであり、人権課題解決に向けた企
　業の積極的貢献がより期待されるようになっているため。

「人権の尊重」

新製品の開発
●長期かつ多額の研究開発投資が独創的な新薬
　の上市にいたらず、途中で開発を断念

●研究領域の重点化による自社創薬への取り組み体
　制の強化

●世界最先端の技術や知見を取り入れ、新薬開発の
　スピードと成功確率を高めるためのオープンイノベー
　ションの推進

市場環境の変化
●競合品や後発品の販売状況による製品競争力
　の低下

●積極的な研究開発活動、全社を横断する迅速な部
　門間連携による製品価値の最大化

●研究開発を含め、製品ステージごとに競争優位性
　を担保しうる戦略の見直し

●製品のポテンシャルを最大限引き出すためのリソー
　スの担保

製品の品質管理

●重大な品質トラブルまたは新たな科学的知見に
　より製品の安全・安心に対する懸念等が発生し
　た場合の、当該製品のブランド価値低下および 
　当社グループ全体の信用の低下

●当社の品質マニュアルに基づく品質システムの確
　立と継続的な改善

●製品の品質、有効性、安全性に懸念がある場合、
　速やかに対応するための体制の整備

コンプライアンス

●当社グループおよび委託先等が重大な法令違
　反を起こした場合の信用の低下

●法規制の変更などによる事業活動の制限およ
　びその対応のための投資の発生

●「小野薬品行動規範」に基づくコンプライアンス体
　系の整備と実践

●コンプライアンス推進体制の強化

●事業活動に関連する法規制の遵守の徹底

人財の確保・育成
●中長期的に多様で優秀な人財が確保・育成で
　きない場合の事業活動の停滞

●多様な働き方ができる支援制度や職場環境の整備

●個々の成長や能力に沿った研修制度の充実

●多様性の向上（女性活躍推進、障がい者活躍推進、
　キャリア採用推進）

リスクの概要 対応策リスク要因

大規模地震や
気候変動等に伴う
自然災害・事故

●大規模地震や気候変動に伴う自然災害、生産
　工場の爆発・火災事故、情報・制御システムの
　障害、原材料購入先のトラブル、電力や水等の
　社会インフラの機能不全、有害物質による環境
　汚染、テロ、政変、暴動等の発生による事業活
　動の停滞

●生産工場および主要な事業拠点を対象とした災害
　対策、事業継続計画（BCP）の策定とトレーニング

●TCFDの提言に基づく気候変動リスクへの対応

●2拠点体制の整備、「安否確認システム」の導入、定
　期的な災害訓練の実施などによる有事対応力の強化

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/100#898
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各マテリアリティ目標の進捗は経営会議において半年ごとに報告、管理しています。

マテリアリティと関連するSDGs 

革新的な医薬品の創製を通し、いまだに満たされない医療ニーズに応え、世界中の人々の健康に貢献する

①創薬スピードを上げ、研究開発の各段階の所
　要期間を短縮する

オープンイノベーションの新た
な仕組みとしてOno Venture 
Investment Inc.を設立

開発品の主な進捗状況につい
ては、P19-20に詳述しておりま
すのでそちらをご参照ください

オープンイノベーションを活用し、がん、免疫疾患、中枢神経疾患およびスペシャ
リティ領域の重点研究領域を中心に開発パイプラインを拡充する

②オープンイノベーションを活用し、がん、免疫
　疾患、中枢神経疾患およびスペシャリティ領域
　の重点研究領域を中心に開発パイプラインを
　拡充する

①他者特許を尊重しつつ、革新的な医薬品を継続
　的に生み出していくために、社内各部署への説
　明会、意見交換会で知的財産の重要性を啓発し、
　新たな知的財産の掘り起こしにつなげる　

②すべての製品と開発化合物について知的財
　産の視点から製剤改良等の具体的ライフサ
　イクルマネジメントプランを検討／策定する

③医療アクセス改善を目的とした知的財産利
　用の基盤構築のため、外部と情報交換を実施
　する

・知的財産担当部署より関連部
　門への啓発およびディスカッ
　ションを29回実施
・他者の知的財産を侵害するよ
　うなことが発生していない

関係機関や業界事例を調査
し、当社の取り得る施策を整理
した

全プロジェクトについて知的財
産の視点からライフサイクルマ
ネジメント戦略を検討、策定

①知的財産の価値最大化を図るために、社内各部署への説明会、意見交換会で
　知的財産の重要性を啓発し、新たな知的財産の掘り起こしにつなげる

②すべての製品および開発化合物について、ライフサイクルマネジメントの観点か
　ら、知的財産戦略の分析、企画、推進体制を強化する

③医療アクセス改善を目的とした知的財産利用の基盤構築のため、外部の情報収
　集を継続するとともに、グローバル展開を考慮した課題抽出を行い、中長期戦
　略を策定する

KPI

KPI
医療アクセス改善を目的とした中長期戦略の策定✓

✓

KPI
✓

革新的な医薬品の創製　 関連するSDGs

関連するSDGs

関連するSDGs

KPI
年に10回以上実施
他者の知的財産を侵害するようなことが発
生していない

✓
✓

KPI
関係機関（世界知的所有権機関等）から情報
を収集
医薬品アクセス向上に対するステークホル
ダーの期待・当社の取り得る施策を整理し、
対応方針を定める

✓

✓

KPI
製品回収ゼロ
品質苦情発生率を0.01%以下とする✓

✓

承認取得数、臨床移行数、前臨床移行数、導入品獲得数

①ミッションステートメント浸透促進活動を継続
ミッションステートメントを自身
の行動原則と強く意識している
従業員の割合47%

研修実施後の上長評価による
行動変容割合79％

自己啓発プログラムの受講者
数割合32％

・グローバル対応アセスメント
　にて受講者の83％が海外赴任
　可能なレベルに到達

・次世代幹部候補育成プログラ
　ム実施後の行動変容割合：二階
　層で実施し、それぞれ69％、52％

②新入社員から管理職までを７つの階層の
　各々に求められる行動特性に沿った人財を
　育成するため部門横断的に研修を実施し
　行動変化を促す

当社の知的財産が十分に活用されている。また、その価値に損失が発生して
いない

①安全性確保業務の問題発生率を一定水準以
　下に抑える

②品質管理業務の問題の発生割合・再発割合
　を一定水準以下に抑える

③社内研修を実施する
　・品質管理業務研修：CMC・生産本部、品質
　　保証部
　・安全管理業務研修：全社員に加え、実施部
　　門については別プログラムも実施

規制当局への規定期間以内の
報告の順守率100％

品質管理業務研修を年４回、安
全管理業務研修を年約30回、
計画に従って実施

・製品回収ゼロ
・品質苦情発生率0.01%以下

①安全性確保業務の問題発生率を一定水準以下に抑える

②品質管理業務の問題の発生割合・再発割合を一定水準以下に抑える

KPI

KPI
製品回収ゼロ
品質苦情発生率を0.01%以下とする

✓
✓

③GXP（GVP、GQP、GPSP）の法令遵守体制の強化をめざし、関連部門での研修
　や注意喚起を行う
KPI
✓

✓

✓

製品の信頼性と安全性の確保　

KPI
規制当局への規定期間以内の報告の順守率
が99.9％以上である

✓ 規制当局への規定期間以内の報告の順守率が99.9％以上である

安全管理業務研修：全社員に加え、安全管理業務実施部門については別プログ
ラムでGVP・GPSP教育、RMPを中心とする製品教育も実施
品質管理業務研修：CMC・生産本部、品質保証部を対象に実施

KPI
ミッションステートメントを自身の行動原則
と強く意識している従業員の割合50％以上

✓

KPI
研修実施後の上長評価による行動変容割合
80％以上

✓

③自ら選択し参加できる研修を拡充するとと
　もに、社員が行う自己啓発への補助内容を
　拡充し、自律的に行動できる人財を育成す
　る。また、社員同士がお互いに刺激しながら
　成長する風土を醸成する

KPI
自己啓発プログラムの受講者数割合3３％
以上

✓

④国内外の激しい環境変化に対応できる人
　財の育成と、組織を構築する

KPI
グローバル人財育成プログラム実施後の、
グローバル対応アセスメント（BISAテスト）
にて受講者の80％が700点以上（海外赴
任が可能なレベル）に到達している 
次世代幹部候補生育成プログラム実施後
の上長評価による行動変容割合80％以上

✓

✓

①ミッションステートメント浸透促進活動（継続）

②各階層に求められる行動特性に沿った人財を育成するため、新入社員から管理
　職までの7階層に部門横断的に研修を実施し行動変化を促す

③社員へ提供する自己学習と社会学習の双方の機会を拡充する

④経営者候補人財の育成の仕組み強化とプール人財の拡充を行う

KPI
✓
✓
ミッションステートメントをしっかり意識して、行動している従業員割合65％以上
海外現地法人従業員（駐在員以外）のミッションステートメント浸透度合い
40％以上

KPI
✓研修実施後の上長評価による行動変容割合85％以上

KPI
✓自己啓発プログラムの受講者数割合40％以上

KPI
✓
✓
経営者候補人財を新たに40名育成
グローバル人財育成20名
（2024年度末までのグローバル人財プール目標人数：200名。これまでに121名育成。）

KPI
✓
✓

⑤自律的なキャリア形成についての社員の理解向上

従業員のキャリア概念についての理解度50％
キャリア形成に関するe-ラーニングの受講率85%以上

KPI
✓
✓

⑥中核的なイノベーション人財の発掘

発掘プログラムへの参加人数：60名以上
ベンチャー出向実施

KPI
✓

⑦デジタルトランスフォーメーション人財の育成

ITパスポート取得人数 35名

重大なコンプライアンス違反※の発生件数0件
を目標として以下の取り組みを行う 重大なコンプライアンス違反1件

研修受講率100%

コンプライアンス委員会を計画
通り4回開催

KPI
重大なコンプライアンス違反件数（0件）✓

②経営層が参加するコンプライアンス委員会を
　四半期ごとに開催し、全社のPDCAサイクル
　を回す

重大なコンプライアンス違反※の発生件数0件を目標として以下の取り組みを行う

1．①経営層が参加するコンプライアンス委員会を四半期ごとに開催し、全社のPDCA
　　サイクルを回す
　②コンプライアンス研修（e-ラーニング 年2回）
　③新入社員研修および新入社員フォローアップ研修
　④コンプライアンス・ハラスメント意識調査の実施
　⑤④の結果を踏まえた各本部へのフィードバックと研修
　⑥営業本部を対象とした「規約・コード・ガイドライン」研修（年2回）
　⑦上記の研修を対象社員に100％実施し、各研修実施後に理解度確認テストを
　　実施し、アセスメントを行う
　⑧メールマガジン（小野コンプライアンス通信）の配信（毎月）

2．当社グループ海外現地法人のコンプライアンス管理を強化する。全社リスク
　マネジメントと連動し以下の活動を行う

　・コンプライアンス研修の実施
　　事業計画に応じた重要なコンプライアンステーマから研修を強化する

　・グローバルコンプライアンス管理体制の強化
　　グローバル展開を踏まえた今後3年のロードマップを策定する

KPI
✓重大なコンプライアンス違反件数0件

※売上や利益に大きな影響を与えるもの

※売上や利益に大きな影響を与えるものおよび大きな社会的インパクトを与えるもの。

①・パワーハラスメント防止対策の義務化を踏
　　まえた全部門リーダー研修の実施　　　

　・コンプライアンス・ハラスメント意識調査を実
　　施し、各部署の対策へ落とし込む

　・営業部門研修（規約・ガイドライン・コード）

　・e-ラーニング研修（年2回）

　・コンプライアンス・メールマガジンの配信

KPI
研修受講率（100％）✓

※2021年2月に贈賄の疑いで起訴された
　事案が1件（同年6月に有罪判決）

中長期目標

社内知的財産の掘り起こしに加え、知的財産価値最大化の観点から製品ライフサイクルマネジメントを強化する
医療アクセス改善を目的とした知的財産利用を積極的に検討する

知的財産戦略　

中長期目標

品質管理業務および安全管理業務を適切に推進し、社員一人ひとりに製品の信頼性と安全性の重要性を意識付ける中長期目標

関連するSDGs

関連するSDGs

よりよい医薬品を患者さんに届けるべく、社員一人ひとりが、担うべき役割やキャリアについて自ら考え、
熱き挑戦者たちとして行動し、国内外問わず活躍できる人財を育成する

人財育成の推進

中長期目標

組織のコンプライアンス意識向上と監督体制強化を図り、法令・コンプライアンス違反件数をゼロに近づける

法令遵守とコンプライアンスの徹底

中長期目標

2020年度の計画・KPI 2020年度の進捗結果 2021年度の計画・KPI

2020年度の計画・KPI 2020年度の進捗結果 2021年度の計画・KPI



25 O N O  CO R PO R AT E  R E PO RT  2 0 2 1 26O N O  CO R PO R AT E  R E PO RT  2 0 2 1

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション

各マテリアリティ目標の進捗は経営会議において半年ごとに報告、管理しています。

マテリアリティと関連するSDGs 

革新的な医薬品の創製を通し、いまだに満たされない医療ニーズに応え、世界中の人々の健康に貢献する

①創薬スピードを上げ、研究開発の各段階の所
　要期間を短縮する

オープンイノベーションの新た
な仕組みとしてOno Venture 
Investment Inc.を設立

開発品の主な進捗状況につい
ては、P19-20に詳述しておりま
すのでそちらをご参照ください

オープンイノベーションを活用し、がん、免疫疾患、中枢神経疾患およびスペシャ
リティ領域の重点研究領域を中心に開発パイプラインを拡充する

②オープンイノベーションを活用し、がん、免疫
　疾患、中枢神経疾患およびスペシャリティ領域
　の重点研究領域を中心に開発パイプラインを
　拡充する

①他者特許を尊重しつつ、革新的な医薬品を継続
　的に生み出していくために、社内各部署への説
　明会、意見交換会で知的財産の重要性を啓発し、
　新たな知的財産の掘り起こしにつなげる　

②すべての製品と開発化合物について知的財
　産の視点から製剤改良等の具体的ライフサ
　イクルマネジメントプランを検討／策定する

③医療アクセス改善を目的とした知的財産利
　用の基盤構築のため、外部と情報交換を実施
　する

・知的財産担当部署より関連部
　門への啓発およびディスカッ
　ションを29回実施
・他者の知的財産を侵害するよ
　うなことが発生していない

関係機関や業界事例を調査
し、当社の取り得る施策を整理
した

全プロジェクトについて知的財
産の視点からライフサイクルマ
ネジメント戦略を検討、策定

①知的財産の価値最大化を図るために、社内各部署への説明会、意見交換会で
　知的財産の重要性を啓発し、新たな知的財産の掘り起こしにつなげる

②すべての製品および開発化合物について、ライフサイクルマネジメントの観点か
　ら、知的財産戦略の分析、企画、推進体制を強化する

③医療アクセス改善を目的とした知的財産利用の基盤構築のため、外部の情報収
　集を継続するとともに、グローバル展開を考慮した課題抽出を行い、中長期戦
　略を策定する

KPI

KPI
医療アクセス改善を目的とした中長期戦略の策定✓

✓

KPI
✓

革新的な医薬品の創製　 関連するSDGs

関連するSDGs

関連するSDGs

KPI
年に10回以上実施
他者の知的財産を侵害するようなことが発
生していない

✓
✓

KPI
関係機関（世界知的所有権機関等）から情報
を収集
医薬品アクセス向上に対するステークホル
ダーの期待・当社の取り得る施策を整理し、
対応方針を定める

✓

✓

KPI
製品回収ゼロ
品質苦情発生率を0.01%以下とする✓

✓

承認取得数、臨床移行数、前臨床移行数、導入品獲得数

①ミッションステートメント浸透促進活動を継続
ミッションステートメントを自身
の行動原則と強く意識している
従業員の割合47%

研修実施後の上長評価による
行動変容割合79％

自己啓発プログラムの受講者
数割合32％

・グローバル対応アセスメント
　にて受講者の83％が海外赴任
　可能なレベルに到達

・次世代幹部候補育成プログラ
　ム実施後の行動変容割合：二階
　層で実施し、それぞれ69％、52％

②新入社員から管理職までを７つの階層の
　各々に求められる行動特性に沿った人財を
　育成するため部門横断的に研修を実施し
　行動変化を促す

当社の知的財産が十分に活用されている。また、その価値に損失が発生して
いない

①安全性確保業務の問題発生率を一定水準以
　下に抑える

②品質管理業務の問題の発生割合・再発割合
　を一定水準以下に抑える

③社内研修を実施する
　・品質管理業務研修：CMC・生産本部、品質
　　保証部
　・安全管理業務研修：全社員に加え、実施部
　　門については別プログラムも実施

規制当局への規定期間以内の
報告の順守率100％

品質管理業務研修を年４回、安
全管理業務研修を年約30回、
計画に従って実施

・製品回収ゼロ
・品質苦情発生率0.01%以下

①安全性確保業務の問題発生率を一定水準以下に抑える

②品質管理業務の問題の発生割合・再発割合を一定水準以下に抑える

KPI

KPI
製品回収ゼロ
品質苦情発生率を0.01%以下とする

✓
✓

③GXP（GVP、GQP、GPSP）の法令遵守体制の強化をめざし、関連部門での研修
　や注意喚起を行う
KPI
✓

✓

✓

製品の信頼性と安全性の確保　

KPI
規制当局への規定期間以内の報告の順守率
が99.9％以上である

✓ 規制当局への規定期間以内の報告の順守率が99.9％以上である

安全管理業務研修：全社員に加え、安全管理業務実施部門については別プログ
ラムでGVP・GPSP教育、RMPを中心とする製品教育も実施
品質管理業務研修：CMC・生産本部、品質保証部を対象に実施

KPI
ミッションステートメントを自身の行動原則
と強く意識している従業員の割合50％以上

✓

KPI
研修実施後の上長評価による行動変容割合
80％以上

✓

③自ら選択し参加できる研修を拡充するとと
　もに、社員が行う自己啓発への補助内容を
　拡充し、自律的に行動できる人財を育成す
　る。また、社員同士がお互いに刺激しながら
　成長する風土を醸成する

KPI
自己啓発プログラムの受講者数割合3３％
以上

✓

④国内外の激しい環境変化に対応できる人
　財の育成と、組織を構築する

KPI
グローバル人財育成プログラム実施後の、
グローバル対応アセスメント（BISAテスト）
にて受講者の80％が700点以上（海外赴
任が可能なレベル）に到達している 
次世代幹部候補生育成プログラム実施後
の上長評価による行動変容割合80％以上

✓

✓

①ミッションステートメント浸透促進活動（継続）

②各階層に求められる行動特性に沿った人財を育成するため、新入社員から管理
　職までの7階層に部門横断的に研修を実施し行動変化を促す

③社員へ提供する自己学習と社会学習の双方の機会を拡充する

④経営者候補人財の育成の仕組み強化とプール人財の拡充を行う

KPI
✓
✓
ミッションステートメントをしっかり意識して、行動している従業員割合65％以上
海外現地法人従業員（駐在員以外）のミッションステートメント浸透度合い
40％以上

KPI
✓研修実施後の上長評価による行動変容割合85％以上

KPI
✓自己啓発プログラムの受講者数割合40％以上

KPI
✓
✓
経営者候補人財を新たに40名育成
グローバル人財育成20名
（2024年度末までのグローバル人財プール目標人数：200名。これまでに121名育成。）

KPI
✓
✓

⑤自律的なキャリア形成についての社員の理解向上

従業員のキャリア概念についての理解度50％
キャリア形成に関するe-ラーニングの受講率85%以上

KPI
✓
✓

⑥中核的なイノベーション人財の発掘

発掘プログラムへの参加人数：60名以上
ベンチャー出向実施

KPI
✓

⑦デジタルトランスフォーメーション人財の育成

ITパスポート取得人数 35名

重大なコンプライアンス違反※の発生件数0件
を目標として以下の取り組みを行う 重大なコンプライアンス違反1件

研修受講率100%

コンプライアンス委員会を計画
通り4回開催

KPI
重大なコンプライアンス違反件数（0件）✓

②経営層が参加するコンプライアンス委員会を
　四半期ごとに開催し、全社のPDCAサイクル
　を回す

重大なコンプライアンス違反※の発生件数0件を目標として以下の取り組みを行う

1．①経営層が参加するコンプライアンス委員会を四半期ごとに開催し、全社のPDCA
　　サイクルを回す
　②コンプライアンス研修（e-ラーニング 年2回）
　③新入社員研修および新入社員フォローアップ研修
　④コンプライアンス・ハラスメント意識調査の実施
　⑤④の結果を踏まえた各本部へのフィードバックと研修
　⑥営業本部を対象とした「規約・コード・ガイドライン」研修（年2回）
　⑦上記の研修を対象社員に100％実施し、各研修実施後に理解度確認テストを
　　実施し、アセスメントを行う
　⑧メールマガジン（小野コンプライアンス通信）の配信（毎月）

2．当社グループ海外現地法人のコンプライアンス管理を強化する。全社リスク
　マネジメントと連動し以下の活動を行う

　・コンプライアンス研修の実施
　　事業計画に応じた重要なコンプライアンステーマから研修を強化する

　・グローバルコンプライアンス管理体制の強化
　　グローバル展開を踏まえた今後3年のロードマップを策定する

KPI
✓重大なコンプライアンス違反件数0件

※売上や利益に大きな影響を与えるもの

※売上や利益に大きな影響を与えるものおよび大きな社会的インパクトを与えるもの。

①・パワーハラスメント防止対策の義務化を踏
　　まえた全部門リーダー研修の実施　　　

　・コンプライアンス・ハラスメント意識調査を実
　　施し、各部署の対策へ落とし込む

　・営業部門研修（規約・ガイドライン・コード）

　・e-ラーニング研修（年2回）

　・コンプライアンス・メールマガジンの配信

KPI
研修受講率（100％）✓

※2021年2月に贈賄の疑いで起訴された
　事案が1件（同年6月に有罪判決）

中長期目標

社内知的財産の掘り起こしに加え、知的財産価値最大化の観点から製品ライフサイクルマネジメントを強化する
医療アクセス改善を目的とした知的財産利用を積極的に検討する

知的財産戦略　

中長期目標

品質管理業務および安全管理業務を適切に推進し、社員一人ひとりに製品の信頼性と安全性の重要性を意識付ける中長期目標

関連するSDGs

関連するSDGs

よりよい医薬品を患者さんに届けるべく、社員一人ひとりが、担うべき役割やキャリアについて自ら考え、
熱き挑戦者たちとして行動し、国内外問わず活躍できる人財を育成する

人財育成の推進

中長期目標

組織のコンプライアンス意識向上と監督体制強化を図り、法令・コンプライアンス違反件数をゼロに近づける

法令遵守とコンプライアンスの徹底

中長期目標

2020年度の計画・KPI 2020年度の進捗結果 2021年度の計画・KPI

2020年度の計画・KPI 2020年度の進捗結果 2021年度の計画・KPI
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①前年度調査対象企業においてCSR調達の
　取り組みを改善 EcoVadis社のCSR評価システ

ムにて、総合スコア平均が3.3
点上昇

前年比スコア上昇なし：５社

KPI
全調査対象企業の2020年度総合スコア平
均が2019年度と比較し上昇

✓

②当社基準を満たさなかった企業をサポート
　し、改善につなげる
KPI
個々の対象企業の2020年度総合スコアが
2019年度と比較し上昇

✓

①サプライチェーンマネジメント上のCSR管理体制を強化する

・サプライチェーン全体のCSRリスク分析実施
・CSR調達方針とガイドラインの見直し
・社員の意識向上のための研修実施

②当社基準を満たさなかった企業先を継続してフォローし改善を確認する

KPI
✓社員研修後の理解度調査の実施

KPI
✓個々の対象企業の総合スコアの上昇

①取締役会の機能向上によるガバナンスの強化
・ステークホルダーとの対話や取締役会実効性評価を通じた取締役会の機能向
　上への取り組みの継続

②持続的な成長を支えるガバナンス体制の構築
・リスクマネジメントに係る諸施策について、取締役会による継続的なモニタリング

①人事諸制度の構築や運営等を通じて、ダイ
　バーシティの推進やワークライフバランスの
　向上に取り組み、多様な人財が働きがいを
　持って活躍できる職場環境作りを行う　　

・年次有給休暇取得率58.8％
・育休からの復職率100％
・離職率2.3% 
・平均時間外勤務時間15.3時間

・健康経営銘柄未選定（上位5%
　以内）
・プレゼンティーイズム改善：社員
　1人あたり1カ月の損失額65%増
・健康年齢と実年齢の差－1.4歳
・喫煙率17.0％
・休業災害度数率 0.47

「多様性を活かし、働きがいを
持って仕事ができている」と実
感している社員の割合68％

KPI
年次有給休暇取得率
2020年度：70.0％（2019年度：65.0％）
育休からの復職率100％
低離職率（3%以下）の維持
勤務間インターバル等の働き方改革推進に
よる平均時間外勤務時間の短縮（2019年度
13.6時間/月⇒2020年度13.0時間/月）

✓

✓
✓
✓

②健康経営の浸透および取り組みを推進する

「多様性を活かし、働きがいを持って仕事が
できていると実感している社員の割合」が
50％以上（目標①および②）

KPI
健康経営銘柄2年連続獲得
プレゼンティーイズム改善による労働生産
性の向上
社員1人あたり1カ月の損失額：
2019年度（33,120円）
2020年度目標：5%削減（31,460円）
健康度の改善による健康年齢向上
健康年齢と実年齢の差（35歳以上平均）：
2020年度目標  －2.0歳
（2019年度 －1.5歳）
喫煙率の改善　　
2020年度目標17.0％
（2019年度18.2%）　
低度数率（0.3）の維持
2020年度0.10（2019年度0）

✓
✓

✓

✓

✓

✓

①人事諸制度の構築や運営を通じてダイバーシティを推進し、多様な人財が活躍で
　きる職場環境作りを行う

②人事諸制度の構築や運営を通じてワークライフバランスの向上に取り組み、社員
　が健康で活き活きと能力を発揮して活躍できる職場環境作りを行う

KPI
✓
✓
✓
✓
✓

係長級に占める女性比率14.0％
男性の育児関連休暇制度取得率72.5%
えるぼし取得
育休からの復職率100％
主任級以上を対象とした次期経営者育成研修参加者に占める女性割合30%以上

KPI
✓
✓
✓

年次有給休暇取得率70.0％
平均時間外勤務時間13.0時間/月
低離職率（3%以下）の維持

③健康経営の浸透および取り組みを推進する

KPI
✓
✓

✓

✓

健康経営銘柄への再選定
プレゼンティーイズム改善による労働生産性の向上（損失額の削減）
社員1人あたり1カ月の損失額：
2021年度目標 31,460円（2019年度比5％削減）
健康度の改善による健康年齢向上
健康年齢と実年齢の差－2.0歳（35歳以上平均）
喫煙率の改善　
2021年度目標16.0％　

※売上や利益に大きな影響を与えるものおよび大きな社会的インパクトを与えるもの

※売上や利益に大きな影響を与えるもの

関連するSDGs

関連するSDGs

CSR活動を調達先とともに推進し、健全で強固な（レジリエント）サプライチェーンを構築する

CSR調達推進によるサプライチェーン管理

中長期目標

全従業員が医薬品産業で働いているという誇りを持ち、さまざまな背景を持った社員が能力を発揮し、
活躍することができる職場環境作りを推進することで、雇用の確保・維持につなげる

雇用の確保・維持、働きがいのある職場環境作り

中長期目標

2020年度の計画・KPI 2020年度の進捗結果 2021年度の計画・KPI 2020年度の計画・KPI 2020年度の進捗結果 2021年度の計画・KPI

重大なコンプライアンス違反※の発生件数0件
を目標として以下の取り組みを行う

重大なコンプライアンス違反1件
※2021年2月に贈賄の疑いで起訴され
　た事案が1件（同年6月に有罪判決）。
　「法令遵守とコンプライアンスの徹底」
　に記載の事案と同じ

講演会スライド事前確認実施
率99%

研修年6回実施

アセスメントを1回/月の頻度で
行い、課題抽出・対策を実施

KPI
重大なコンプライアンス違反件数0件✓

①販売情報提供活動ガイドラインに沿った活動
　を遵守させるため、営業活動に関わる全従業
　員に対して、社内研修を実施する　　
KPI
年4回✓

②自社主催講演会においてガイドラインに沿っ
　た社内規定のもと適切な情報提供を演者に
　依頼し、スライド事前確認を行う
KPI
スライド事前確認実施率100%✓

③各営業所長が所員の活動への同行時に、以下の
　活動が適切に行われているかアセスメントを行う
　１）面会時の情報提供活動
　２）自社主催講演会スライドの事前確認
不適切であった場合にはその原因を明確にし
対応策も考えたうえで、本社と以降の対応につ
いて報告・協議する
KPI
1回/月の頻度で実施✓

重大なコンプライアンス違反※の発生件数0件を目標として以下の取り組みを行う

KPI
✓重大なコンプライアンス違反件数０件
①ガバナンス体制強化：営業活動における社内ルールの再整備を行い、法令遵守と
　ともに再徹底する。また、不適切な活動が未然に防がれる報告体制（上長・通報）を
　構築し、これらを目的とした全営業社員向けの社内研修を定期実施する

②販売情報提供活動ガイドライン（講演会）：自社主催講演会におけるスライド 
　事前確認を確実に行い、ガイドラインから逸脱した情報提供を防止する　
KPI
✓スライド事前確認実施率100％
　自社主催講演会開催時において安全性と有効性のバランスの取れた情報
　提供体制を確実に行う
KPI
✓すべての自社主催講演会において安全性情報を提供

KPI
✓

③販売情報提供活動ガイドライン（面談）：医療関係者との面談時に、適切な
　情報提供が行われる体制を構築する

不適切な情報提供実施MR 0人

KPI
✓

④ガイドライン遵守のアセスメント：MRの日常活動において、以下が適切に行
　われているか定期的にアセスメントを行い、不適切事例は原因を明確にし、対応
　策を報告することで再発防止する。（講演会時のスライド事前確認、安全性情報
　提供、面談時の情報提供活動）

営業所長責任のもと、MR活動のアセスメントが定期的に行われ、原因明
確化と対応策を講じる運営が継続される体制を構築

関連するSDGs

“医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン”に則った適切な情報提供活動を実施する

責任あるマーケティング・プロモーション活動

中長期目標

①温室効果ガス排出量削減に向けた継続した
　取り組み

③RE100（2050年までに再生可能エネルギー
　100％化にコミットする国際的イニシアチブ）
　への参加の表明

2017年度比12.6％削減
（スコープ1+2）

13.2％

2020年6月に加盟

KPI
2017年度比12.6％削減（スコープ1+2）✓

②再生可能エネルギーの利用率向上
KPI
12.6％以上✓

①温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みの強化

②再生可能エネルギー利用率の向上（再生可能エネルギー利用量／全電力消費量）

KPI
✓2017年度比16.8％削減（スコープ1+2）

KPI
✓16.8％以上

③特定フロン使用機器全廃に向けた取り組み
KPI
✓ロードマップ作成

関連するSDGs

2030年度に温室効果ガス排出量を55%削減する（2017年度比）

確実な品質確保が可能な製品設計および安定供給体制を確立する
新たな医療ニーズを把握し、製品設計に展開する

気候変動への対応

中長期目標

①「医療現場からの要望や医療ニーズ」を製品
　改良や新製品へ継続的に取り入れる

・医療現場調査回数72回
・7製品で改良を実施

製品特性に応じた適正在庫量
を再設定、確保した

KPI
医療ニーズ収集のための担当部署による医
療現場調査回数：24回以上
新たに設計する包装資材について、4製品以
上で改良をめざす

✓

✓

②製品を安定的に市場に提供する
KPI
製品特性に応じた適正在庫量を再設定し、
確保する

✓

①「医療現場からの要望（医療ニーズ）や環境社会の要望（社会ニーズ）」を製品
　改良や新製品へ継続的に取り入れる
KPI
✓
✓
✓
✓
✓

医療ニーズ収集のための担当部署による医療現場調査回数100回以上
新たに設計する包装資材について、5製品以上で改良を行う
環境に配慮した包装資材の採用をさらに進める
FSC認証紙の採用：5品目追加（現在7品目に採用）
バイオマスプラスチックの採用：開発品4プロジェクトで検討

②製品を安定的に市場に提供する
　・全製品を対象としたBCP時の安定供給計画の立案：
　　①製品の優先度（重要度、カテゴリーI～V）の方針確立
　　②サプライチェーンの可視化
　　③重要製品のパートナー会社および供給者のBCPに関するポリシーの確認
　　④製品ごとのリスク低減策（製造拠点複数化、安全在庫の確保、調達・製造
　　　リードタイムの短縮等）の実行
　　⑤危機対応・事業継続マニュアルの更新
KPI
✓製品別の適正在庫月数を確保する

関連するSDGs製品の安定供給　

中長期目標

関連するSDGs

会社の持続的な成長を実現するための実効的なガバナンス体制の構築

コーポレート・ガバナンスの向上

中長期目標
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①前年度調査対象企業においてCSR調達の
　取り組みを改善 EcoVadis社のCSR評価システ

ムにて、総合スコア平均が3.3
点上昇

前年比スコア上昇なし：５社

KPI
全調査対象企業の2020年度総合スコア平
均が2019年度と比較し上昇

✓

②当社基準を満たさなかった企業をサポート
　し、改善につなげる
KPI
個々の対象企業の2020年度総合スコアが
2019年度と比較し上昇

✓

①サプライチェーンマネジメント上のCSR管理体制を強化する

・サプライチェーン全体のCSRリスク分析実施
・CSR調達方針とガイドラインの見直し
・社員の意識向上のための研修実施

②当社基準を満たさなかった企業先を継続してフォローし改善を確認する

KPI
✓社員研修後の理解度調査の実施

KPI
✓個々の対象企業の総合スコアの上昇

①取締役会の機能向上によるガバナンスの強化
・ステークホルダーとの対話や取締役会実効性評価を通じた取締役会の機能向
　上への取り組みの継続

②持続的な成長を支えるガバナンス体制の構築
・リスクマネジメントに係る諸施策について、取締役会による継続的なモニタリング

①人事諸制度の構築や運営等を通じて、ダイ
　バーシティの推進やワークライフバランスの
　向上に取り組み、多様な人財が働きがいを
　持って活躍できる職場環境作りを行う　　

・年次有給休暇取得率58.8％
・育休からの復職率100％
・離職率2.3% 
・平均時間外勤務時間15.3時間

・健康経営銘柄未選定（上位5%
　以内）
・プレゼンティーイズム改善：社員
　1人あたり1カ月の損失額65%増
・健康年齢と実年齢の差－1.4歳
・喫煙率17.0％
・休業災害度数率 0.47

「多様性を活かし、働きがいを
持って仕事ができている」と実
感している社員の割合68％

KPI
年次有給休暇取得率
2020年度：70.0％（2019年度：65.0％）
育休からの復職率100％
低離職率（3%以下）の維持
勤務間インターバル等の働き方改革推進に
よる平均時間外勤務時間の短縮（2019年度
13.6時間/月⇒2020年度13.0時間/月）

✓

✓
✓
✓

②健康経営の浸透および取り組みを推進する

「多様性を活かし、働きがいを持って仕事が
できていると実感している社員の割合」が
50％以上（目標①および②）

KPI
健康経営銘柄2年連続獲得
プレゼンティーイズム改善による労働生産
性の向上
社員1人あたり1カ月の損失額：
2019年度（33,120円）
2020年度目標：5%削減（31,460円）
健康度の改善による健康年齢向上
健康年齢と実年齢の差（35歳以上平均）：
2020年度目標  －2.0歳
（2019年度 －1.5歳）
喫煙率の改善　　
2020年度目標17.0％
（2019年度18.2%）　
低度数率（0.3）の維持
2020年度0.10（2019年度0）

✓
✓

✓

✓

✓

✓

①人事諸制度の構築や運営を通じてダイバーシティを推進し、多様な人財が活躍で
　きる職場環境作りを行う

②人事諸制度の構築や運営を通じてワークライフバランスの向上に取り組み、社員
　が健康で活き活きと能力を発揮して活躍できる職場環境作りを行う

KPI
✓
✓
✓
✓
✓

係長級に占める女性比率14.0％
男性の育児関連休暇制度取得率72.5%
えるぼし取得
育休からの復職率100％
主任級以上を対象とした次期経営者育成研修参加者に占める女性割合30%以上

KPI
✓
✓
✓

年次有給休暇取得率70.0％
平均時間外勤務時間13.0時間/月
低離職率（3%以下）の維持

③健康経営の浸透および取り組みを推進する

KPI
✓
✓

✓

✓

健康経営銘柄への再選定
プレゼンティーイズム改善による労働生産性の向上（損失額の削減）
社員1人あたり1カ月の損失額：
2021年度目標 31,460円（2019年度比5％削減）
健康度の改善による健康年齢向上
健康年齢と実年齢の差－2.0歳（35歳以上平均）
喫煙率の改善　
2021年度目標16.0％　

※売上や利益に大きな影響を与えるものおよび大きな社会的インパクトを与えるもの

※売上や利益に大きな影響を与えるもの

関連するSDGs

関連するSDGs

CSR活動を調達先とともに推進し、健全で強固な（レジリエント）サプライチェーンを構築する

CSR調達推進によるサプライチェーン管理

中長期目標

全従業員が医薬品産業で働いているという誇りを持ち、さまざまな背景を持った社員が能力を発揮し、
活躍することができる職場環境作りを推進することで、雇用の確保・維持につなげる

雇用の確保・維持、働きがいのある職場環境作り

中長期目標

2020年度の計画・KPI 2020年度の進捗結果 2021年度の計画・KPI 2020年度の計画・KPI 2020年度の進捗結果 2021年度の計画・KPI

重大なコンプライアンス違反※の発生件数0件
を目標として以下の取り組みを行う

重大なコンプライアンス違反1件
※2021年2月に贈賄の疑いで起訴され
　た事案が1件（同年6月に有罪判決）。
　「法令遵守とコンプライアンスの徹底」
　に記載の事案と同じ

講演会スライド事前確認実施
率99%

研修年6回実施

アセスメントを1回/月の頻度で
行い、課題抽出・対策を実施

KPI
重大なコンプライアンス違反件数0件✓

①販売情報提供活動ガイドラインに沿った活動
　を遵守させるため、営業活動に関わる全従業
　員に対して、社内研修を実施する　　
KPI
年4回✓

②自社主催講演会においてガイドラインに沿っ
　た社内規定のもと適切な情報提供を演者に
　依頼し、スライド事前確認を行う
KPI
スライド事前確認実施率100%✓

③各営業所長が所員の活動への同行時に、以下の
　活動が適切に行われているかアセスメントを行う
　１）面会時の情報提供活動
　２）自社主催講演会スライドの事前確認
不適切であった場合にはその原因を明確にし
対応策も考えたうえで、本社と以降の対応につ
いて報告・協議する
KPI
1回/月の頻度で実施✓

重大なコンプライアンス違反※の発生件数0件を目標として以下の取り組みを行う

KPI
✓重大なコンプライアンス違反件数０件
①ガバナンス体制強化：営業活動における社内ルールの再整備を行い、法令遵守と
　ともに再徹底する。また、不適切な活動が未然に防がれる報告体制（上長・通報）を
　構築し、これらを目的とした全営業社員向けの社内研修を定期実施する

②販売情報提供活動ガイドライン（講演会）：自社主催講演会におけるスライド 
　事前確認を確実に行い、ガイドラインから逸脱した情報提供を防止する　
KPI
✓スライド事前確認実施率100％
　自社主催講演会開催時において安全性と有効性のバランスの取れた情報
　提供体制を確実に行う
KPI
✓すべての自社主催講演会において安全性情報を提供

KPI
✓

③販売情報提供活動ガイドライン（面談）：医療関係者との面談時に、適切な
　情報提供が行われる体制を構築する

不適切な情報提供実施MR 0人

KPI
✓

④ガイドライン遵守のアセスメント：MRの日常活動において、以下が適切に行
　われているか定期的にアセスメントを行い、不適切事例は原因を明確にし、対応
　策を報告することで再発防止する。（講演会時のスライド事前確認、安全性情報
　提供、面談時の情報提供活動）

営業所長責任のもと、MR活動のアセスメントが定期的に行われ、原因明
確化と対応策を講じる運営が継続される体制を構築

関連するSDGs

“医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン”に則った適切な情報提供活動を実施する

責任あるマーケティング・プロモーション活動

中長期目標

①温室効果ガス排出量削減に向けた継続した
　取り組み

③RE100（2050年までに再生可能エネルギー
　100％化にコミットする国際的イニシアチブ）
　への参加の表明

2017年度比12.6％削減
（スコープ1+2）

13.2％

2020年6月に加盟

KPI
2017年度比12.6％削減（スコープ1+2）✓

②再生可能エネルギーの利用率向上
KPI
12.6％以上✓

①温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みの強化

②再生可能エネルギー利用率の向上（再生可能エネルギー利用量／全電力消費量）

KPI
✓2017年度比16.8％削減（スコープ1+2）

KPI
✓16.8％以上

③特定フロン使用機器全廃に向けた取り組み
KPI
✓ロードマップ作成

関連するSDGs

2030年度に温室効果ガス排出量を55%削減する（2017年度比）

確実な品質確保が可能な製品設計および安定供給体制を確立する
新たな医療ニーズを把握し、製品設計に展開する

気候変動への対応

中長期目標

①「医療現場からの要望や医療ニーズ」を製品
　改良や新製品へ継続的に取り入れる

・医療現場調査回数72回
・7製品で改良を実施

製品特性に応じた適正在庫量
を再設定、確保した

KPI
医療ニーズ収集のための担当部署による医
療現場調査回数：24回以上
新たに設計する包装資材について、4製品以
上で改良をめざす

✓

✓

②製品を安定的に市場に提供する
KPI
製品特性に応じた適正在庫量を再設定し、
確保する

✓

①「医療現場からの要望（医療ニーズ）や環境社会の要望（社会ニーズ）」を製品
　改良や新製品へ継続的に取り入れる
KPI
✓
✓
✓
✓
✓

医療ニーズ収集のための担当部署による医療現場調査回数100回以上
新たに設計する包装資材について、5製品以上で改良を行う
環境に配慮した包装資材の採用をさらに進める
FSC認証紙の採用：5品目追加（現在7品目に採用）
バイオマスプラスチックの採用：開発品4プロジェクトで検討

②製品を安定的に市場に提供する
　・全製品を対象としたBCP時の安定供給計画の立案：
　　①製品の優先度（重要度、カテゴリーI～V）の方針確立
　　②サプライチェーンの可視化
　　③重要製品のパートナー会社および供給者のBCPに関するポリシーの確認
　　④製品ごとのリスク低減策（製造拠点複数化、安全在庫の確保、調達・製造
　　　リードタイムの短縮等）の実行
　　⑤危機対応・事業継続マニュアルの更新
KPI
✓製品別の適正在庫月数を確保する

関連するSDGs製品の安定供給　

中長期目標

関連するSDGs

会社の持続的な成長を実現するための実効的なガバナンス体制の構築

コーポレート・ガバナンスの向上

中長期目標




